
ご入学おめでとうございます 

明石南高校 77 回生の皆さん、ご入学おめでとうございます。明石南高校は昨年創立 100 周年を迎えま

した。伝統ある明石南高校での高校生活が今日から始まります。今は新しい生活への期待と不安が入り混

じった気持ちだと思いますが、できるだけ早く慣れて、良いスタートを切って下さい。高校生活では学校

行事や部活動もありますが、やはり中心になるのは毎日の授業です。中学校に比べたら学習内容も難しく

なり、授業の進度も早くなります。学習内容がきちんと身に付くように、担当の先生方の指示をよく聞い

て、真面目にコツコツ取り組みましょう。勉強をしっかりやり、実力をつけることで高校卒業後の進路選

択の幅も拡がります。皆さんひとりひとりの「夢実現」に向かって頑張っていきましょう！それでは３年

間よろしくお願いします。 

 

77回生年次団を紹介します 

年次主任・藤田 裕之（ふじた ひろゆき） 英語 

Hello!  Welcome to Akashi Minami High School!  My name is Hiroyuki Fujita.  I’m in charge 

of the first grade and I will teach you English.  You must be a little nervous about your entrance 

into high school.  At the same time, you must be eager for your high school life to begin!  I want 

all of you to do your best here at Meinan to make your future dreams come true.  We Meinan 

teachers will help you to do so.  Now, let’s study hard and enjoy your school life!  Also, the 

influence of COVID-19 still continues, so please be careful about preventing infection. 

 

年次副主任・宮崎 みゆき（みやざき みゆき） 数学 

 77回生のみなさん、ご入学おめでとうございます。高校に入学できたとはいえ、第２希望での合格の人

もいると思うので、嬉しさ、悔しさ、様々な思いで今日という日を迎えていることと思います。私は本校

38回生の卒業生で普通科の時代ではありましたが、本校での３年間での学習活動や部活動での経験を通し

て学んだことがその後の大きな土台となっています。皆さんにもこの明石南高校で大きく成長してほしい

と、願っています。そのためにしてほしいことは、“夢”や“目標”を見つけることです。その夢や目標に

向かって自分ができる最大限の努力をしていくことで自分自身を大きく成長させていくことができます。

３年後に成長した自分に出会えるように、学習・部活動・ボランティアなど様々なことにチャレンジして

いってください。高校生活でしかできないことは何なのか…を考えてトライしましょう。 

最後になりますが、日々の生活の中で壁にぶつかったり悩みを抱えることが出てくると思いますが、自

分一人で抱えこまず、家族・友達・担任・年次の先生・保健室の先生などいろいろな人に相談してくださ

い。私達は皆さんがより立派な大人になれるよう、時には優しく時には厳しく、最大限のサポートをして

いきます。一緒に頑張りましょう。 

 

１組担任・竹内 彩乃（たけうち あやの） 国語 

 77回生の皆さん、ご入学おめでとうございます。皆さんが高校生活でやりたいことを頑張れるように

サポートしていくのが私の役割だと思っています。今は具体的に思いつかなくても、やりたいことをぜ

ひ見つけて一緒に頑張りましょう！ 

 

２組担任・長尾 秀樹（ながお ひでき） 保健体育 

 ご入学おめでとうございます。皆さんの夢の実現のために、全力でサポートしていきたいと思います。

クラスのキャッチフレーズ 板地蔵さんのひとりごと！“真剣だと知恵がでる 中途はんぱだとぐちがで

る いいかげんだと言い訳ばかり” みんなでいい知恵がでるように頑張りましょう！ 

 

３組担任・橋本 美佳（はしもと みか） 国語 

 入学おめでとう。楽しくて充実した高校生活になるように、目標を立ててがんばってください。人は「私

はこういう人間だ」と自分で考える通りの人になっていきます。なりたい自分の像を描き、それに近づけ

るような３年間にしていきましょう。 

 

４組担任・橋本 憲明（はしもと のりあき） 英語 

 Hello!  Nice to meet you all!  I’m Noriaki Hashimoto, a homeroom teacher of 1-4.  Now there 

are a lot of serious problems all over the world, such as Coronavirus, the Russia-Ukraine war and 

so on.  What do you think will those problems be 3 years from now?  Nobody knows.  What do 

you think will your future be 3 years from now?  Nobody knows.  Your future hasn’t been written 

yet.  Let’s make it a good one here at Akashi-Minami High School!     

 

５組担任・福山 薫（ふくやま かおる） 英語 

 Hello!  My name is Kaoru Fukuyama and I am an English teacher.  Congratulations on 

starting high school.  Enjoy your new school life.  Study hard and play hard.  

“Step by step I can’t see any other way of accomplishing anything.” (Michael Jordan) 
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６組担任・笹山 瞬（ささやま しゅん） 数学 

 ご入学おめでとうございます。今年度から全員タブレット必須ということで皆さんから高校のスタイル

が大きく変わります。私もまだまだ勉強の日々、何か良い使い方あれば教えてください。まずは１年間よ

ろしくお願いします。 

 

７組担任・吉岡 秀子（よしおか ひでこ） 地歴公民 

 私は明南34回生です。ん？？おばあちゃんやん！でも、「smile」「infinity」「realize」を柱に君たちに

関わっていきたいと思います。ご入学おめでとうございます。 

 

年次副担任・三代 寛子（みしろ ひろこ） 理科 

 ご入学おめでとうございます。明南に 55回生として在籍していましたが、22年も経つと入試制度も変

わり、教室の名前も変わりと、浦島太郎です。教員として、みなさんの進路実現をサポートできるように、

まずは理科が好きになってもらえるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。 

 

４月当初の予定 

 月 日（曜） 実 施 予 定 行 事 

４／１１（月） １・２限 オリエンテーション① 

３～５限 スタディーサポート（国語・数学・英語） 

６限   LHR（学習状況リサーチ、他） 

１２（火） １～３限 写真撮影 聴力検査 校内見学 図書館オリエンテーション 

４限   LHR（自己紹介、クラス役員決定、他） 

５・６限 オリエンテーション② 

１３（水） １～３限 心電図・胸部X線、部活動紹介（動画視聴） 

４限   LHR（校外学習、等） 

５・６限 スマホ講演会 

１４（木） １～７限 通常授業 

１５（金） 校外学習（姫路城周辺散策） 

 ＊８：３０～ 健康チェック（毎朝検温し、カードに記入しておくこと） 

 ＊面談週間 ４／１２（火）～１８（月）朝読なし・短縮 45分授業 ＊18（月）は７限なし 

 

 

 

保護者の皆様へ 

 お子様の明石南高校へのご入学おめでとうございます。77回生年次団教員一同、お子様の高校生活が充

実したものになるように精一杯努めます。３年間どうぞよろしくお願いいたします。77回生年次通信『こ

となり』ではお子様の学校生活の様子や進路実現に向けての様々な情報を発信していきます。明石南高校

ホームページにもアップしますのでどうぞご覧下さい。また「はなまる連絡帳」でも緊急連絡を行います

ので登録をよろしくお願いいたします。 

 

●明石南高校 TEL０７８－９２３－３６１７ FAX０７８－９２３－３６１８ 

●遅刻・欠席等の連絡は朝８：００～８：３０の間に必ず保護者から連絡をお願いします。 

 

 

 


